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次回の卓話

2010年5月19日（水）

「ロータリーの歴史について」

亀井 茂会員

岸和田ＲＣ会長テーマ 活活活活きききき生生生生ききききロータリーロータリーロータリーロータリー Active  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  Rotary

四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか

２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2739273927392739回回回回
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国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「岩崎弥太郎と三菱の創業」

櫻井 昇会員

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて



2010年4月28日 第2738回

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing! Everyone,Sing! 」

唱歌「鯉のぼり」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話 「月」 浦川信司会員

会員数３９名 出席義務会員数３４名

４月28日 出席会員27名 79.41％

４月14日 MUを加えて 88.24％

●５月 会員誕生日

５日 井上 一男会員

１１日 室田 光重会員

２６日 利田 泰之会員

●５月 結婚記念日

３日 福岡 敏文会員

３日 奥 藤喜雄会員

１０日 皆見 量政会員

１９日 覚野 博夫会員

２１日 櫻井 新嗣会員

２６日 角家 篤 会員

●故前川篤会員の奥様からのメッセージです。

岸和田ロータリークラブ 御中

謹啓 先般、前川篤の葬儀に際しましては、わざわざお運び

下さり、また過分のご配慮を賜り御礼の申し上げようもございません。

生前いろいろお世話になりましたこと、亡き夫前川篤に代わりまして、

厚く御礼申し上げます。夫を通じまして皆様方のことは常々、大変

お親しい方々のように存じておりました。夫亡き後はその思いもひとしおで

ございます。 何卒、御身お大切になさいまして、末永くご健勝に

お過ごしなさいますように、心からお祈り致しております。これからも、よろしく

ご指導ご鞭撻下さいますよう、心よりお願い申しあげます。謹白

平成22年4月

遺族代表 前川加代子

岡本桂四郎会長

今日は、私の業界の話を少しだけさせて、頂きま

す。今、理容、美容の業界は皆様良く感じると思い

ますが、空き店舗があると出来るのが美容室。

美容室の店舗数は増加傾向にあります。しかし出

店しても2～3年で閉店というのも少なくありません。

美容室を出店する前は、店長とか、技術者（スタイ

リスト）なので、経営については知識も少なく、甘

い思い込みでうまくいかないようです。

理容業は、皆さんご存知の1.000円カットや安い料

金の店が多く展開されＱＢハウスは駅前に展開して

いますが、安い料金の個人店は、景気と共に厳しさ

をましております。理容の普通のサロンは年々減少

傾向にあります。大阪府内で6.000店あったのが、毎

年150店舗ずつ減少して現在4.000店舗ぐらいになっ

ています。岸和田市内で100店舗組合加入者ですので

安いお店を入れるともう少し増えます。

又95％までがご夫婦で、5％ぐらいがスタッフのい

るサロンです。そして理容の経営者の平均年齢も62

歳ぐらいで高齢化しています。現在の20・30代の男

性の50％は美容室にいっております。又、理容店で

も40～50％の女性客を獲得している店もあり、男は

理容室、女は美容室と言う時代から、ユニセックス

サロンの時代に少しずつ変化しているようです。ダ

－ウインの言葉に、『賢者が生き残るのではなく、

力あるものが生き残るのではなく、変化に対応する

ものが生き残れる』とあります。変化に対応して、

頑張りたいと思います。有り難う御座いました。

●福岡敏文会員にスピーチをお願いします。



●例会臨時変更ならびに休会のお知らせ

貝塚RC・紀ノ川RC（詳細は事務局迄）

● 地区大会事務局よりお礼状が届いております。

平成22年4月吉日

国際ロータリー第2640地区 RC会長・幹事各位

国際ロータリー第2640地区

ガバナー 村上有司

地区大会実行委員長 畑地 浩

田辺ロータリークラブ会長 堅田尚生

謹啓 益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、この度は国際ロータリー第2640地区の地区大

会にご参加いただき、誠にありがとうございました。

心より厚く御礼申し上げます。ゴルフ大会に引き続き、

4月17日～19日の本大会も天候に恵まれ、盛り上がりの

中で大過なく終了することができました。スケジュー

ルが立て込んでいましたが、皆様方の御協力を得て、

順調に進行することができました。

RI会長代理橋本譲様の記念講演は格調ある内容でし

たし、海洋研究開発機構の平 朝彦先生及び東京大学

名誉教授月尾嘉男先生の講演は、いずれも興味深い話

でありました。私達にとりましては20年ぶりの地区大

会になりました。事前準備に加え当日の運営に万全を

期しましたが、何かと不行き届きの点があったのでは

と心配しています。ロータリアンの友情をもちまして、

お許しいただけますようお願い申し上げます。

尚、大会のホストを務めさせて頂いた田辺ロータリ

ークラブは、再来年には60周年を迎える事となります。

ホストクラブとしての経験を生かし、今後もロータリ

ー活動に取り組んで参りたいと思っています。今後共

よろしくご指導の程お願い致します。

書面にて失礼とは存じますが、取り急ぎ御礼のご挨

拶を申し上げます。 敬具

●地区大会記念ゴルフ大会の報告

第25位 雪本 栄会員・第40位 伊丹克介会員

以前から、出産は潮の満ち引きと関係があるとか、

月の動きと関係があると、なんとなく言われてきま

した。潮の満ち引きは月齢と関係していますので、

月齢と分娩の関係を調べれば結論がでるのではと、

以前から考えていましたが、月齢を調べるのが面倒

なので特になにもしていませんでした。

今回の卓話をするにあたって調べてみますと、実

際に研究して発表されている方々が何人かいらっし

ゃいました。したがって、今回の話は特別新鮮な話

題ではありませんでしたが、私が取り扱った分娩に

ついてデータをだしてみましたので、お話させてい

ただきます。
月の満ち欠けの周期は約29日です。この事が暦の

「月」と関係しているのは明らかです。女性の月経
周期も、個人差はありますが平均して28～30日で、

ほぼこれに一致します。この事から、進化の過程で
月からなんらかの影響を受けている可能性が考えら
れますが、分娩についてはどうでしょうか。時々テ
レビで放送されていますが、サンゴの産卵は、満月
の夜に集中的に起こるようです。人間では、そこま
で極端に集中はしていません。半月の日にも、新月
の日にも、昼でも夜でも分娩は起こります。

ところで、明治の初期まで使用されていた旧歴は
、月の運行をもとにして月日が決められています。
月の満ち欠けの1周期が1カ月になっていて、多少の
誤差はありますが、1日が新月、15日が満月で十五

夜、月末がほぼ新月となります。ですから、誕生日
を旧歴で表現すれば、出産と月齢(月の動き)の関係

が容易に明らかになります。つい最近この事に気付
いたのですが、卓話の順番がまわってきた事と、イ
ンターネットで旧歴のカレンダーが手に入った事も
あって、データにしてみました。
調べたのは、平成14年1月から平成22年2月までの

期間です。平成14年より過去については、分娩のデ

ータはあるのですが、旧歴のカレンダーが手に入り
ませんでした。対象とした分娩は、骨盤位(逆子)や

既往帝王切開等であらかじめ予定して帝王切開をし
たものを除いた1702件です。対象となる分娩の日付

を旧歴に換算して、日付毎の分娩数をグラフにして
みました。ついでに比較として、現在の暦のままの
日付についても同様のグラフを作成しました。グラ
フを見てみますと、月齢と分娩の頻度に関しては、
あまり相関はなさそうです。よく見てみますと、月
齢にして28日の所(新月の直前)に山型の分布があり

、新月の時期に分娩が多くなる傾向が読み取れます
が、それほど強いものではなさそうです。結論とし
ては、分娩数と月齢には、医療従事者が体感できる
程の相関はなさそうです。何か関係があると思って
データを出してみましたが、このような結果に終わ
りました。

「月」 浦川信司会員

分娩を取り扱う仕事をしていますと、たくさんの

分娩が重なる日があるかと思うと、数日間まったく

分娩の無い日が続いたりする事を経験します。私の

経営する浦川産婦人科では、1か月に20件程の分娩

を取り扱っていますが、当院でも平均して出産があ

るわけではなく、集中する日があったり、暇な日が

続いたりします。
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近隣クラブ卓話ご紹介

ＭＡＹ ～ ＪＵＮＥ ２０１０ ５月

岸和田東ＲＣ ５月２１日（金）「平成22年税制改正・住宅取得資金贈与税最大525万円
減税と贈与の有利な活用について」

樫葉税理士事務所所長 樫葉 元様
岸和田北ＲＣ ５月１８日（火）「未定」白井壽晃会員
岸和田南ＲＣ ５月２０日（木）「今、杉が面白い」貴多野泰夫会員

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

2010-11年度

地区協議会

例会

「岩崎弥太郎と三菱
の創業」櫻井昇会

員

新旧合同委員長会
議

例会

「ﾛｰﾀﾘｰの歴史に

ついて」亀井茂

会員・ＲＡＣ例会

例会休会（定款） 近隣会長幹事会

（新旧）

RAC例会

例会「寄附講座とｲ

ﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」 雪本

栄会員

岸和田4RC会長幹

事会（新旧）

2010-11年度情報

規定委員長会議

30 31 JUN.1 2 3 4 5

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

●大橋寛順会員
先日八百年遠忌法要無事終り、祝電を頂き有難う
御座いました。

●浦川信司会員
本日卓話をさせていただきます。先週はアッセン
ブリーに欠席して申し訳ありません。

●久松正典会員
ちょっといいことがありました。又、ちょっと友
達に不幸がありました。飲酒運転は慎みましょう。

●山形直道会員
5月2日（日）の市民フェステイバルへのバザー商
品をありがとうございます。ご参加の方もよろし
くお願い申し上げます。

●坂口一男会員
妻の命日にお供えありがとうございました。お蔭
様で無事三回忌つとめる事が出来ました。

●伊丹克介会員
ゴルフをして35年、初めてソケット病にかかりま

したが西明寺さんのアドバイスで直りました。感
謝の気持ちを込めてわずかですけどニコニコさせ
ていただきます。
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